
　本学は大学ブランディング事業の一環として、新たな札幌学院大学ブランドを象徴するロゴマーク・タグラインを開発し、2020 年 9 月 1 日（火）より
使用を開始しました。

大学ブランディング事業の目的と概要
～今、なぜブランディングだったのか～

　本学の創立は 1946 年の札幌文科専門学院に遡ります。創立にかかわっ
たのは、戦地や軍需工場から故郷に戻ってきた若者たちでした。青春時代
を国家に捧げた彼ら・彼女らは「軍国主義教育のなかで長い間逼塞してい
た『知的なるもの』への渇きにも似た憧れに、ひたすらな勉学意欲をかき
たてられ」（『札幌学院大学 50 年史』）、その熱意に共感した青年教師たち
と中島公園内で札幌市から借用した建物を校舎に学び始めます。建学の精
神は「学の自由」「独創的研鑽」「個性の尊重」。新たな時代にふさわしい
平和な国づくりへの参画を希求していた 1946 年当時の若者に「自由」や「個
性」といった言葉は、時代が大きく転換したことを実感させる新鮮さと魅
力あるブランド価値として心に刺さりました。
　一方でその後、日本社会が高度成長期を経て成熟期を迎える中で、本学
のこうした精神的拠りどころは創立当初の姿のままでは当時のブランド力
を維持することが難しくなっていきました。今や「自由」や「独創」といっ
た言葉だけで若者の心をとらえ、他大学との差別化を図ることは困難にな
りつつあります。そこで、札幌文科専門学院創立当時の理想と熱量は継承
しつつも、現在の大学構成員が大切に思う「札幌学院大学の中核的価値」
を再確認し、それを現代流にアレンジする大学ブランディング事業に着手
しました。

取り組みの過程
　プロジェクト 1 年目の 2019 年は「札幌学院大学が大切にする中核的価
値」について全教職員で話し合い、さらに学生、卒業生、退職教職員、保
護者、地域住民に協力を求めグループワークやインタビューを通じて意見
集約を行いました。そしてその成果を、本学がすべてのステークホルダー
に対してなす約束「ブランドプロミス」として言語化しました。

札幌学院大学のブランドプロミス

多様な価値観を持った人々と出会える環境や
一人ひとりに合った成長機会を提供し、

“ 自分を見つけ、らしさを磨き、社会に生きる ” 力を育む

　プロジェクト 2 年目の 2020 年は、このブランドプロミスをわかりやす
く学内外に発信するためのビジュアルアイデンティティ（ロゴマーク、タ
グライン等）を開発しました。

新タグライン

　タグラインである One life, Many answers は、これから歩みだす未来
には多くの可能性があり、答えは一つではなく無数にあるので、挑戦を繰
り返して答えをみつけようとメッセージしたものです。同時に、学生にとっ
て未来への可能性が大きく開けているわくわく感と、学生を決まった型に
はめない、学生の能力を最大限引き出すことで一人一人にアンサーを見つ
けるサポートに徹する教職員の想いも表しています。

新ロゴマーク

　ロゴマークは、本学が色も形も異なる多様な個性が集い、刺激を受けて成長
する場であり、そうした多様な個性が協働して創りあげる大学であることを表
しています。新たなブランドカラーのグレーは「知性、品性、変わらない価値観」
を、イエローは「新しさ、温かみ、活気、時代に即した変化」を表しています。

　また、新ブランドイメージによる CM（15 秒）を 9 月より放送、本学
公式 YouTube チャンネルでは 15 秒 CM に加え、ロングバージョン（80 秒）
も配信しています。

　2021 年 4 月に開設予定の新
札幌キャンパスにおいても新ビ
ジュアルアイデンティティを積
極的に展開し、江別キャンパス
と共に札幌学院大学ブランドの
発信を強化します。

ロゴマーク・タグライン　リニューアル

答えは、ひとつじゃないから面白い。
出会いと学びは、可能性への扉。

札幌学院大学は、多様な価値観を持った人々に学びの門戸を開いています。
ここでの出会いは、刺激を受け合い、自分を知り、自分の可能性を広げる糧となる。
それは、出会いの数だけ。

学びと成長の場は、教室を越えて。
一人ひとりに向き合う、親身なサポート。
地域や企業とのコラボレーションなどのユニークな体験。
全てが学びのキャンバスになる。

そして、私たちが大切にしている信念。
それは、学生と共に大学を創る文化。
学生たちの力も合わせて、大学も日々成長し続けています。

ここでの学生生活を通して、
社会という人の集合体の中で、自分という存在のあり方を見つけ、
共に生きていく力を育んで欲しい。

これが、私たちの願いです。

One life, Many answers.

One life, Many answers
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（左）苫小牧工業高等専門学校 学校長 小林 幸徳 様
（右）河西邦人学長

札幌学院大学　新札幌キャンパスにて挙行された協定調印式に臨む
（左）河西邦人学長と（右）株式会社フィリップス・ジャパン 
代表取締役社長 堤 浩幸 様

新ロゴマーク・タグライン記者発表会、新校舎内覧会

　2020 年 8 月 31 日（月）、札幌学院大学は、新ロゴマーク・タグライン記者発表会と 2021 年 4 月に開設する新札幌キャンパスの新校舎内覧会を開催し
ました。6 階建て新校舎の建築工事は順調に進捗し、市民開放型施設である図書館や社会連携センターが集中する 1 階から 2 階を内覧しました。

ロゴマークリニューアルに伴うデザインリニューアル

　ロゴマーク・タグラインのリニューアルに伴い、公式ホームページのデザインやラッピングカー、バスのデザイン、オープンキャンパス等で使用するア
イテムをリニューアルしました。

国立高等専門学校機構苫小牧工業高等専門学校と包括連携協定を締結

　技術者の起業家精神（アントレプレナーシップ）の養成を期待する苫小牧工業高等専門学
校と、高度なモノづくり教育との連携による新たな価値創造を期待する本学は、教育研究の
質向上と地域貢献のより一層の推進のために包括的連携協定を 2020 年 12 月 18 日に締結し
ました。

連携項目
（1）地域活性化とまちづくりの推進
（2）共同研究
（3）教育・人材育成
（4）施設・設備の利用
（5）趣旨に合致する事業の推進

　新キャンパスのある新札幌は札幌都心と苫小牧の中間に位置します。地（知）の利を活か
した積極的な活動を展開して行きたいと考えています。

株式会社フィリップス・ジャパンと包括連携協定を締結

　健康づくりに貢献する世界的な企業である株式会社フィリップス・ジャパンと、実社会の
課題解決を通じて学生の成長機会を設けたい本学は相互に連携協力し、それぞれの立場から
地域貢献のより一層の推進を図るために包括的連携協定を2020年8月31日に締結しました。

連携項目
（1）地域医療・健康づくりに関する広報、周知、啓発、教育・研究等に関すること
（2）まちづくりに関する情報、教育・研究、政策提案等の共有に関すること
（3）社会連携センターとの協働的な実践活動に関すること
（4）その他、目的を達するために必要な事項

　今後は、社会が直面している人口減少や少子高齢化等の地域課題の創造的な解決に繋がる
協働の取り組みを進めたいと考えています。
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在学生紹介（硬式野球部経営学科4年近藤廉さん）

　プロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズより育成ドラフト 1 位指名を受けた本学硬式野球部所属の近藤廉さんにお話を聞きました。

Q．野球を始めたきっかけはなんですか？
　小さい頃、家の前でキャッチボールをしていたときに少年野球チームのコーチが通りかかり
誘われたのがきっかけです。子どもの頃は、中日ドラゴンズのタイロン・ウッズ選手（注 1）や
荒木雅博選手（注 2）が好きで、よく応援していました。
注 1：2005-2008 年シーズン中日ドラゴンズ所属。本塁打王 3 回、打点王 1 回のタイトルホルダー。
注 2：1995-2018 年シーズン中日ドラゴンズ所属。ゴールデンクラブ賞 6 回の堅守の内野手。

Q．札幌学院大学に入学した理由を教えてください。
　札幌学院大学硬式野球部大菅貴広前監督から声をかけてもらったのがきっかけで、本学に入
学を決めました。体育施設が充実していたのも魅力的でした。

Q．北海道での 4年間はどうでしたか？
　東京（豊南高校）から北海道に来て寒い冬や雪に触れ、驚きもありましたが、冬でも練
習可能な室内練習場がある札幌学院大学の体育施設に魅力を感じています。北海道は自然
豊かなので、練習の合間に釣りやキャンプをして楽しんだこともあります。

Q．いつ頃からプロ野球を意識しましたか？
　実は、野球は高校までで終わりにしようと思っていました。中学生のとき、周りと比べて
自分の実力に限界を感じたからです。転機となったのは高校 3 年生の夏、東京大会を勝ち
進んだら4回戦で強豪の帝京高校に当たる予定でまさかの初戦敗退。良いピッチングをして、
有名になって終わろうと思っていたので、それが果たせなかったことが悔しく、結果を残
して終わりたいという気持ちから大学で野球を続ける決意を固めました。「野球をやるなら
社会人まで続けたい」という思いから、大学 3 年生のときにプロ野球を意識するようになり、
本格的に体づくりを始め、15kg の体重増加に成功し、ピッチングの向上に努めました。

Q．プロ志願届を出す気持ちを固めることができた理由を教えてください。
　大学 3 年生の春のリーグ戦でプロ野球球団のスカウトが見ている中で、いいピッチングができず、
とても悔しい思いをしました。それと同時にもっと頑張りたいという気持ちが強くなりました。そ
んな中、日本ハムファイターズのスカウト白井康勝さんに声かけてもらったことや練習を見に来て
もらえたことが自信につながり、プロ志願届を出す気持ちを固めることができました。

Q．最後に在学生にメッセージをお願いします。
　やりたいと思ったことはやりきる。そうすれば結果はついてきます。周りに流されず自分でやる
ことを見つけて取り組めたら、後悔はありません。

左から吉川哲生硬式野球部部長・近藤廉選手・平間康允監督

プロ野球ドラフト会議で本学硬式野球部員が中日ドラゴンズから育成枠 1 位で指名

　2020 年 10 月 26 日（月）に開催されたプロ野球ドラフト会議（主催：一般社団法人
日本野球機構）において本学硬式野球部所属の近藤廉選手（経営学部経営学科 4 年・豊
南高校出身）が中日ドラゴンズより育成ドラフト 1 位指名を受けました。指名を受けて
同日、江別キャンパスにて記者会見が行われました。記者会見で近藤選手は、「指名され
てホッとした」「支えてくれた両親、監督、チームメートに感謝したい」と述べ、涙を浮
かべながら、記者からの質問に答えていました。
　今後は、1 日でも早く支配下選手登録を勝ち取り、1 軍でプレーする選手となるよう
活躍が期待されます。
　ドラフト指名を受け後日、球団との仮契約も無事に終え、本学から初めてのプロ野球
選手の誕生となりました。

　コロナ禍でステイホームが求められる中、今だからこそ講座を誰もが

アクセスできる方法で広く提供したい、そこで 2020 年度後期は生涯学

習の新たな試みをスタートさせました。「新型コロナウイルス感染症と『ニ

ホンの問題』」、「成年後見制度、自分も家族も安心の 100 年人生」、「Global 

Issues in English」他、多彩な講座をオンデマンド方式（YouTube によ

る配信）で無料公開しました。

　全道各地から届く道民カレッジのレポートを励みに道民の皆さまに期待される「学び」の提供を今後とも続けて

行きたいと考えています。（社会連携センター長・副学長　佐野友泰）

「学び」を止めない！─ 2020 年度コミュニティ・カレッジ─

3



教員として羽ばたく学生たち

　人間科学科では本年、現役学生 3 名が教員採用試験に合格しました。今
年度はコロナ禍での教育実習となるなど想定外の困難に数多く直面しました
が、見事に努力を実らせて狭き門を
突破しました。諸々の課外活動との
両立、そして自ら企画した沖縄県へ
のフィールドワーク。4 年間の学び
の成果を今度は教育現場で発揮して
くれることでしょう！（人間科学科に
は中学社会、高校地歴公民、特別支
援教育の教員養成課程があります）。

人間科学科

教員採用試験模擬面接を実施

　毎年学科の取り組みとして、教員採用試験二次試験を受験する 4 年生を
対象に模擬面接を行っています。今年はオンラインで自宅から安心して行
える形を取りました。現場での経験豊富な本学科教員 4 名に加え面接官経
験者を 2 名招へいし、実際に提出した
自己推薦書を使用して本番を想定したや
り取りが行われました。教育現場に立つ
ために学んできたことや熱意をしっかり
伝えられるよう、それぞれが集中して模
擬面接に臨んでいました。

こども発達学科

大学院に進学せずに「公認心理師」資格試験を 
受験できる道を開拓！

　大学院臨床心理学研究科ならびに心理学部は、社会福祉法人楡の会
（札幌市厚別区）と連携協定を結び、大学院に進学せずに「公認心理師」
資格試験を受験できる道の開拓を目指していました。
　このたび、社会福祉法人楡の会は厚生労働省より全国で 9 番目の公
認心理師「実務経験プログラム」の実施施設として認定されました。
これにより、働きながら国家資格を取得できる道が開け、さらに多くの
公認心理師が輩出されることが期待されます。

臨床心理学科

遠隔でのコミュニケーションの学び

　2 年 生 全 員 が 日 本 の 文 化 や 風 習 を 留 学 生 に 英 語 で 紹 介 す る
「International Student Conference」。上級生 11 名が Zoom を用い
て進行役を務めました。コロナの感
染を避けるために教室での実施が
制限された今年は、いつにも増して
念入りな進行の準備を全員で行い、
万全の運営を目指しました。英語
での指示や質問などを行い、2 年生
を上手にサポートしていました。

英語英米文学科

学科トピックス

新型コロナウイルス感染症の感染予防のための対策について

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため本学は様々な措置を講じています。写真のとおり、事務室、図書館等のカウンターを飛沫防止ビニールで仕切り、
パソコン教室ではすべてのパソコン席の間にアクリル板を設置しました。また遠隔授業の受講支援のため、ノートパソコンやモバイル Wi-Fi の貸出しも行っ
ています。こうした費用には文部科学省からの補助金「大学等における遠隔授業の環境構築の加速による学修機会の確保」のほか江別市からの「大学授業
再開支援給付金」を活用しています。また 2020 年 4 月には在学生・大学院生を対象に遠隔授業の実施に伴う修学支援（一律 5 万円の臨時奨学金）を実施
しましたが、その財源には緊急募集した修学支援寄付を活用しました。協力いただいたすべての方に厚く御礼申し上げます。

エントランスに設置された消毒液や3密回避等のポスター ソーシャルディスタンスシールを貼り席の間隔を空けた教室

　経営学部の碓井ゼミナールでは、2020 年度「コロナウイルスに負けるな北海道‼応援プロジェクト」
に取り組んでいます。11 月には経営学科 3 年の吉本汐里さんが、新型コロナウイルス感染対策ポスター
を作成し、数多くの枚数が大学構内に掲示されています。この件につきましては、本学公式ホームペー
ジの経営学科のお知らせにも掲載しています。

ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し
ま
し
た

パソコン席の間にアクリル板を設置したパソコン教室 飛沫防止ビニールシートで仕切ったカウンター

建物入口を限定したため閉鎖しているA館入口
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産業調査演習で知床訪問

　専門科目「産業調査演習」では、北海道内の地域産業について、現地
調査を行い最終的には報告書としてまとめます。2020 年度は感染対策を
十分に行ったうえで、北見市・斜
里町・標津町のサケ関連施設を訪
問をしました。今年はコロナ禍で
遠隔授業が中心でしたが、久しぶ
りの対面・学外実習に学生たちは
充実した時間を過ごせたようです。

経済学科

フェアトレードサークルが
開発したスイーツ

札幌学院大学生協店舗前の特設ブースで
販売するフェアトレードサークルの学生

小樽フィールドトリップにて

国際交流活動についてフェアトレードラベル認証スイーツ
「さっぽろゆめ結晶」が誕生

　本学は国内では 2 番目、道内では初のフェアトレード大学として 2019
年 10 月に認定され、さまざまな活動を通して積極的にフェアトレード（※
1）の周知に取り組んでいます。その活動の中核を担っているのが札幌学
院大学フェアトレードサークルです。
　フェアトレードサークルは 2020 年、札幌市内の企業や北海道新聞社と
協力し、フェアトレード産品と北海道の特産品を組み合わせたオリジナル
フェアトレードスイーツ「さっぽろゆめ結晶」を開発しました。このスイー
ツは 10 月末から札幌市内の 2 ヵ所のお店で販売（価格は 6 個入税別 980
円～）されています（※ 2）。
　「さっぽろゆめ結晶」は、スリランカ産の有機シナモンパウダー、アル
ゼンチン産のはちみつ、ガーナ産のココアパウダー、北海道産黒米、もち
きびなどを使用し、砂糖や添加物、グルテンを使用していない自然の味を
そのまま味わえるヘルシーなスイーツです。卵・小麦アレルギーの人でも
安心して食べることができます。
　北海道のフェアトレード、「買い物を通じた身近な社会貢献」活動がさ
らに充実したものとなるよう期待が膨らみます。

（※ 1） 開発途上国で生産された製品や原料を、適正な価格と対等な関係で継続的に取
引することで生産者の持続的な生活向上を支える国際的な取り組み

（※ 2） 販売場所：エシカル・タイム（ファクトリー店、円山店）

　新型コロナウイルスの影響による構内への入構制限が続いたため、留学
生全体での交流もないまま前期が過ぎてしまいました。9 月になってよう
やく今年度入学した留学生 1 年生を対象に学生国際交流団体に所属する
日本人学生による「はじめまして会（全体交流会）」を学内で開催しました。
　留学生 1 年生全員が顔合わせをするのは初めてであり、自己紹介等を
行い、大学で友人を作る貴重な機会となりました。
　また、10 月には留学生同士の交流の場として、小樽フィールドトリッ
プを企画、密を避けるため留学生を 3 グループに分け、3 週末に分散して
実施しました。多くの留学生、日本人学生、教職員が参加し、天狗山ロー
プウェイからの市街展望、小樽運河などの市内の風光明媚な景色を鑑賞し
ながら、留学生同士、日本人学生の交流を深めました。
　今年度は、新型コロナウイルスの影響に伴い、国際交流イベントの実施や
海外協定校との交流は中止せざるを得ない状況が続いていますが、感染防止
対策を講じながら学生たちが笑顔になれる企画を検討していく予定です。

「世界フェアトレード大学Webシンポジウム」の 
企画・運営

　10 月 24 日（土）フェアトレード（FT）大学の地域における役割を議論す
るため、日本の FT 大学（静岡文化芸術大学、北星学園大学・北星学園大学
短期大学部、札幌学院大学）、英国のミドルセックス大学が、オンラインで
シンポジウムを開催し、YouTube Live 配信を行いました。本シンポジウムは、
橋長ゼミ2年生が中心となり企画・運営を行い、
4 大学の学生団体代表によるパネルディスカッ
ションにも登壇しました。多くの日本人学生も
英語にて議論に参加し、コロナ禍における国
際理解教育として意義深い交流となりました。

経営学科

セブン−イレブン・ジャパンの経営戦略を調査 
（三好ゼミナールのフィールドワーク）

　コンビニ業界のなかでトップの位置にあり、またコンビニが社会のイン
フラを担っているなかで、セブン−
イレブン・ジャパンはどのような特
長・独自性をもち、問題点をどのよ
うに解決しようとしているのか、今
後の展望はどのようなものか、また
セイコーマートとの経営戦略の違い
といったことを調査しました。

会計ファイナンス学科

安定した公務員合格実績

　法律学科は 2020 年度、国家公務員（2 年連続）、北海道、札幌市、
道内市町村職員のほか、消防士、10 名を超える警察官、複数の刑務官
合格者を出し、多方面で公務員合格実績を残しました。合格に向けた
対策として、公務員対策演習をはじめ、正課の就職対策科目、エクス
テンションセンターの本学学生向け公務員講座を開講しています。今
年度は金融機関の合格者も大幅に増えています。

法律学科

株式会社セブン−イレブン・ジャパン
札幌地区事務所におけるヒアリング

法学部は「2020 年 学部系統別実就職率ランキング」（『大学通信』調べ）
において、「法学系」で北海道内 1 位（全国 5 位）にランクインしました。

Pick Up！
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　例年、本学と地方会場にて保護者懇談会を開催していましたが、今年度はコロナ禍の状況を
鑑み、Web での開催に実施形態を変更しました。河西邦人学長からの挨拶や成績表の見方等
を動画コンテンツとして用意し、個別面談については電話相談を実施できる機会を設けました。
各動画コンテンツにつきましては、本学公式ホームページにて「保護者懇談会」と検索または
QR コードからご視聴いただけますのでぜひご覧ください。

　株式会社大学通信が発表した『面倒見が良い大学ランキング（北海道・東北編）』において、
私立大学では本学が唯一トップ 10 入りを果たしました。多くの企業が採用試験や社員教育な
どで利用する「コンピテンシー検査」を新入生全員に実施するなど、目的意識をもって大学生
活が送れるように早期から進路や就職について考える機会を設けていることがランクインにつ
ながりました。

　ふるさと江別塾は、江別市と本学を含む江別市内 4 大学が共同で運営するリレー講座です。
今年度は 10 月 31 日（土）、「乳児の声がコトバになるまでの道のり」（鈴木健太郎人文学部准
教授）と「分裂する『資本主義』像」（浅川雅己経済学部准教授）の 2 講座が本学で開講され
ました。開催にあたり新型コロナウイルス感染防止のため受講生の人数制限を行い、教室の席
は間隔を空けるなどの感染防止対策をとりながら開催しました。講座終了後は閉校式を行い、
三好昇江別市長から代表者に修了証が手渡されました。

出 版 社：海象社
出版年月：2020 年 9 月 25 日
I S B N：978-4-907717-46-9
定 　 価：1,500 円（税抜）

頁 ：222 ページ

　このたび『ブラック生徒指導─理不尽か
ら当たり前の指導へ』を海象社より刊行い
たしました。5 年間本学の教職課程で「生
徒指導論」を担当し、学生たちと一緒に学
んできたことを中心にまとめたものです。
生徒や教師にとって望ましい生徒指導はど
うあるべきか、この本を手に取って頂いた
皆さんと一緒に考えていけたらと願ってい
ます。

　「サツガク 360°」は、
札幌学院大学（サツガ
ク）のキャンパスの様
子 を、360 度 カ メ ラ
の画像で体験できる
コンテンツです。現在は、本学第 2 キャン
パスのバーチャルツアーと人間科学科地域
文化専攻「考古学実習」の授業の様子を体
験できるコンテンツを公開しています。今
後は第 1 キャンパスや 2021 年 4 月に誕生
する「新札幌キャンパス」についても公開
予定です。
　本学公式ホームページ
にて「サツガク 360°」と
検索または QR コードを
読み取り、体験してみて
ください。

Web 保護者懇談会

『面倒見が良い大学ランキング（北海道・東北編）』
で本学がトップ 10 入り！

2020 年度ふるさと江別塾が開催されました

サツガク360°

教員著書紹介

『ブラック生徒指導
─理不尽から当たり前の指導へ』

川原　茂雄　著

教員採用試験、既卒者も含めて 30 名が登録

　2021 年度採用の教員採用試験には北海道と千葉県に現役 4 年生から小学校 8 名、中学校英
語 1 名、高等学校英語 1 名、特別支援学校 10 名の計 20 名、既卒者から 10 名（小学校、中
学校英語、高等学校英語、高等学校公民、
特別支援学校）の合計 30 名（2021 年
1 月 8 日現在）が登録されました。今年
度は新型コロナウイルス感染症の影響か
ら対面での指導がなかなか実施できない
状況ですが、オンライン方式等を活用す
るなど、学びを止めることなく、採用登
録に向けて、日々勉強を継続しています。

【札幌学院大学Web保護者懇談会】
▷こちらの動画は、学長挨拶です。

河西邦人
学長あいさつ
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　1998 年 3 月に本学経済学部経済学科を卒業され、介護・障がい福祉関連事業を中心にフランチャイズビジネスを展開している株式会社 3eee
代表取締役社長の田中紀雄さんにお話を聞きました。

Q．�現在お勤めの会社に就職されたきっかけ（起業されたきっかけ）を� �
教えてください。

　創業する前はサラリーマンでした。仕事を通じて「きっと」誰かの生活の一部を良くす
るはずだと言い聞かせていたのですが、現実と理想のギャップに意味を感じなくなってい
ました。そして、起業する際の私の思いは、直接的に「誰か」のためになる、「誰か」が救
われる、そういった社会課題のソリューションに関わる仕事をしたいと思っていたことで
す。起業は 36 歳のときで、少し遅かったかなと思っています。
　現在は、どんなに辛いことがあっても、誰かを救える満足感があり、介護や福祉の事業
を選択してよかったと思っています。

Q．�現在お勤めの会社にて、これまでに経験した仕事に関するエピソード� �
（苦労したことや達成感が得られたこと等）を教えてください。

　人はいずれ、身体的、精神的、社会的困難や不利が生じますが、目標や生きがいを再獲得するサービス利用者が生まれることです。「こんなに
回復したよ」「このサービスを作ってくれてありがとう」等、お手紙を頂くこともあり、人が集まり、仲間が増え、より多くの困っている人に手を
差し伸べられることが何よりの達成感です。

Q．札幌学院大学に入学して良かったこと、在学中の印象に残っている思い出等があればお聞かせください。
　まだ古い体育館や学食が残っていた頃、学食のカレーを毎日食べていたと思います。とにかくそれが美味しかった！当時は第 2 次ベビーブーマー
ということもあり学内は様々なサークルで賑わっておりました。大学生協で初めてウィンドウズ PC を購入し、web サイトを作って遊んでたことも
社会に出て役に立ちました。大学に入って良かったことは、自らのことは自己管理ですべて自己責任でやるということを学んだことです。また、経
済統計学をやっていましたが、現在の仕事で様々な統計やエビデンスを取得することに活かされていると思います。

Q．最後に後輩である現在の在学生たちにメッセージをお願いします。
　大学は自立して社会へ出るための入り口です。競争環境で入学し、仲間達と共に課題解決能力を身につけ、社会へ出ます。社会へ出ると勉強ほど
難しいことはないと思います。あるのは日々変化する環境です。環境適応能力が試されるのだと思います。総合力が非常に大切ですので、様々な学
問を通じ考える力を身につけてください。

卒 業 生 こ の 人 株式会社3eee
代表取締役社長　田中　紀雄さん

クラブ＆サークル

陸上競技部

　2020 年度はコロナ禍により大会の中止が相次ぎ、練習も制限される厳しい
環境下でしたが、本学陸上競技部は日頃の鍛錬を怠らず、昨年以上の結果を
残すことができました。
　8 月に行われた秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会北海道地区選考会（札
幌市モエレ沼公園）では大会新記録で 3 連覇を達成し、本戦（名古屋─伊勢）へ
の出場権を獲得しました。11 月の本戦では 25 チーム中 23 位となりましたが、本
学史上初となる 7 区までの襷渡しを達成しました（過去最高は 2019 年度大会の 6
区まで）。来年度はさらに力をつけ、ゴールまでの襷渡しを期待したいと思います。

バスケットボール部（女子）

　近年目覚ましい功績を残しているバスケットボール部は、今年度も大き
な飛躍がありました。
　10 月の日本インカレ出場をかけた秋季リーグに出場すると、女子チーム
は創部 5 年目にして悲願の 1 部リーグ初優勝を果たし、日本インカレ出場
を決めました。12 月の日本インカレ初戦は関西地区代表の大阪人間科学
大学との対戦となりました。強豪校相手に惜しくも初戦突破とはなりませ
んでしたが、今後もバスケットボール部のさらなる飛躍が期待されます。
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学位記授与式の挙行について
2020（令和 2）年度　学位記授与式を次のとおり挙行いたします。
※今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため卒業・修了生のみの参
加とさせていただきます。なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっ
ては、中止となる場合もあり得ます。その場合は、本学公式ホームページ
等でお知らせいたします。

　　〈日時〉2021（令和 3）年 3 月 19 日（金）
　　〈式場〉札幌学院大学　江別キャンパス　G 館 SGU ホール

10 時　開式
大 学 院　法学研究科 法 学 部　法律学科

12 時　開式
大 学 院　臨床心理学研究科 人文学部　人間科学科
大 学 院　地域社会マネジメント研究科 人文学部　臨床心理学科
人文学部　英語英米文学科 人文学部　こども発達学科

14 時　開式
経営学部　経営学科 経営学部　会計ファイナンス学科
経済学部　経済学科

教育研究振興資金のご協力に深く感謝・芳名
　札幌学院大学へ寄付のご協力をいただき、心より御礼申し上げます。
ご寄付いただきました方々への感謝を込めご芳名を掲載させていただき
ます。
■ ご寄付いただいた方で、万一お名前がもれている等のお気づきの点がありましたら、

誠に恐縮ではございますが、総務課寄付金担当までご連絡ください。

寄付者・ご芳名（掲載承諾者・敬称略・五十音順）2020.4.1 ～ 12.31【個人】
相内　　学
秋田　勝利
浅野　久男
安孫子建雄
阿部　利典
天坂　聡信
池長　憲行
石田　正司
石橋　忠宗
市村　隆行
伊藤　　勉
井上　大樹
今西　直人
岩崎　真之
浦野美智子
蛭名　浩二
及川　英治
大橋　悦子
大畑　揮義
小笠原　肇

小形　　敏
奥口　幸雄
奥田　貴也
小山田直俊
笠井　英二
笠木　康弘
柏崎　　雅
加藤　正俊
上口　　晃
河西　邦武
河西　邦人
川村　正則
岸　　　豊
木田奈緒美
木下　賢治
木村　政一
国谷　周知
藏田　親義
栗橋久美子
小泉　　彰

幸田　泰二
後藤　敏和
五ノ井　学
小林　大輔
小林　延行
小林　紀子
小林　康弘
斎藤久美代
斉藤　真二
齊藤　　稔
坂本　雅允
篠森　保郎
佐野間幸道
志村　　均
下山　修治
城　　　巌
白石　智子
末富　　弘
菅　木綿子
菅原　秀二

菅原　真紀
杉井　酉子
鈴木　邦夫
鈴木　英弘
清野　　実
曽根　裕幸
高　　光幸
高清水靖昌
高橋　辰蔵
高橋　裕子
髙橋　　貢
高畠　弘光
竹内　直樹
多田　　勝
立野　太一
田中　博文
田中　宏行
谷　　幹夫
谷口　義秋
田巻　貴範

田村　寧隆
辻　　智子
坪内　賢悟
寺本　忠雄
出羽　寛信
冨樫　　栄
伴辺　隆一
虎尾　剛哉
中川　昭五
中西　宏明
中村　誠司
奈良　守晃
西出　弘之
西野　敏夫
西村りつこ
野口　勝次
野口　那那
橋浦　正広
橋掛　雅紀
花田　エリ

原園　忠博
坂東　嘉信
樋口　隆博
平野　愼治
平山　貴雄
深瀬　啓子
福多　信一
福元　美佳
細田　洋介
本多　孝至
松井　正江
松本美智子
光武　　幸
宮町　悦信
　　　紘美
宮本　謙澄
村上　孝昭
村松　健二
室橋　春光
本巣　道幸

桃山　光雄
矢川美惠子
八木　利夫
安田ゆかり
柳橋　康輝
山口　和子
山下　博司
結城　才雅
横山　末雄
吉田　明夫
吉田　美麻
若狭　聖男
渡部　和子
渡部　俊治

ほか匿名
96 名様

教職員人事
1．採用

（2020 年 10 月 1 日付）
歌代　礼子
法学部　准教授

2．異動
（2020 年 10 月 1 日付）
事務長 中村　圭二 （社会連携課長　兼務を解く）
社会連携課長 松本　賢彦 （情報処理課長）
情報処理課長 島田　尚規 （情報処理課　情報処理係長）

以　上

2021 年度　大学行事等予定
［前　期］ ［後　期］

3月29日（月） 在学生ガイダンス（2・4年）・在学生健康診断（4年） 9月21日（火）後期授業開始
30日（火） 在学生ガイダンス（3年）・在学生健康診断（3年） 25日（土）大学院第Ⅰ期入試
31日（水） 在学生健康診断（2年） 26日（日）大学院第Ⅰ期入試

4月 1日（木） 入学式（札幌コンベンションセンター） 30日（木）前期末学位記授与式
 2日（金） 新入生ガイダンス・英語プレイスメントテストⅠ 10月 2日（土）保護者懇談会（本学）
 3日（土） 新入生ガイダンス・英語プレイスメントテストⅠ  9日（土）リフレクション入試（本学）
 5日（月） 新入生ガイダンス 16日（土）編入学試験（A日程）
 6日（火） 新入生ガイダンス、新入生健康診断 11月20日（土）学校推薦型入試
 7日（水） 前期授業開始 21日（日）学校推薦型入試

6月15日（火） 学園創立記念日（通常授業日） 12月11日（土）リフレクション入試A
26日（土） 大学祭 1月 8日（土）英語プレイスメントテストⅡ

7月30日（金） 前期定期試験 15日（土）大学入学共通テスト
31日（土） 前期定期試験 16日（日）大学入学共通テスト

8月 2日（月） 前期定期試験 25日（火）後期定期試験
 3日（火） 前期定期試験 26日（水）後期定期試験
 4日（水） 前期定期試験 27日（木）後期定期試験
 5日（木） 前期定期試験 28日（金）後期定期試験
 7日（土） 大学院臨床心理学研究科特別選抜入試 29日（土）後期定期試験
21日（土） 保護者懇談会（旭川） 31日（月）後期定期試験
22日（日） 保護者懇談会（北見） 2月 3日（木）一般入試A
23日（月）

夏期集中講義期間（前期科目）
 4日（金）一般入試A

～28日（土）  5日（土）大学院第Ⅱ期入試
28日（土） 保護者懇談会（帯広） 18日（金）卒業発表
29日（日） 保護者懇談会（釧路） 19日（土）転学部・学科試験

9月 4日（土） 保護者懇談会（函館） 26日（土）編入学試験（B日程）
 5日（日） 保護者懇談会（青森） 3月 8日（火）一般入試B・リフレクション入試B
 6日（月）

秋期集中講義期間（後期科目）
18日（金）学位記授与式

～11日（土）
11日（土） リフレクション入試第1回面談

※なお、変更が生じた場合は、本学公式ホームページにてご案内させていただきます。

［入試情報］大学進学セミナー
進路選択、進学準備を整えるきっかけづくりを目的に、道内主要都市およ
び東北地方にて、「大学進学セミナー」を開催いたします。
大学進学セミナーでは、学部学科紹介、入試制度、学生生活、資格・就職、
奨学金、一人暮らしなどについて専門スタッフがご案内しています。

日　程 開催地 日　程 開催地 日　程 開催地
6月16日（水） 室蘭 8月21日（土） 旭川 8月29日（日） 釧路
6月21日（月） 盛岡 8月22日（日） 北見 9月 4日（土） 函館
6月22日（火） 秋田 8月28日（土） 帯広 9月 5日（日） 青森

※開催時刻、会場などの詳細は決定次第、本学公式ホームページでご案内いたします。

［入試情報］オープンキャンパス
日　程

  3月20日（土・祝）【サツガク入門】
  6月12日（土） 【リフレクション・推薦入試説明会】
  7月18日（日） 【学び LIVE ！】
  9月19日（日） 【推薦入試対策講座】
 12月 4日（土） 【サツガク模試】
2022年 3月19日（土） 【サツガク入門】

　なお、大学進学セミナーやオープンキャンパスなど
今後のイベントにつきましては、新型コロナウイルス
の感染拡大する情勢を鑑み、延期や中止、オンライン
開催など変更が生じる場合があります。ご了承くださ
い。最新情報につきましては本学公式ホームページを
ご確認ください。

Information
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＃セラピードッグ

＃紅葉

＃絶景

Pick Up！

Instagram
の投稿の
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ご紹介！

Instagram

この広報紙は、震災復興型カーボンオフセット用紙を使用することにより、
CO2 削減活動ならびに東日本大震災被災地復興を応援しています。


